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 会津あかべぇ通信 Vol.70  
2011年8月31日発行 

 
秋の空気に包まれはじめた会津路。 

 会津は楽しみの宝庫！歴史を巡り自然を愛でる。おいしいものもたくさん待
っています。皆さま秋の会津にお出かけください！ 
 会津あかべぇ通信では15日と月末の毎月2回、会津の元気な話題をお届けして
まいりますので、どうぞお見逃しなく！ 
 
c o n t e n t s ＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
１）知っ得！話題 
  ●B 級グルメ「ラーメンバーガー」に夏限定の“冷やし中華味”が登場！ 
  ●～食べて応援！泊って応援！～「会津復興キャンペーン」開催！！ 
２）イベント情報 
●会津を体験するとっておきの３日間 
●会津鉄道沿線を縫う秋のイベント始まりました！ 

３）会津鉄道からおすすめ情報 
  ●スタイルのあるしごと 会津鉄道沿線［南会津編］ 
                1．南会津町花卉装飾 PR 事業 
                2．NPO 法人「あたご」 
４）会津のいいモノ★セレクション●漆塗りストラップ 
５）大内宿からラブレター●分家南仙院 
６）会津の郷土料理●きんぴら 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

１）知っ得！話題●B級グルメ「ラーメンバーガー」に 
          夏限定の“冷やし中華味”が登場！ 
 

 喜多方のご当地 B 級グルメ「ラーメ
ンバーガー」に、夏期間限定の“冷や
し中華バージョン”が登場しました。
丸く堅焼きにされた喜多方産小麦「ゆ
きちから」を使った麺で、麓山高原豚
の香ばしいチャーシューと、地元産の
キュウリやトマトをサンド。寒天で固
めた冷やし中華スープで仕上げたさっ
ぱり味の “冷たい”ラーメンバーガー
です。 
旅の思い出に、話題のおいしさをぜ
ひ味わってみませんか。 
・『喜多方冷やし中華バーガー』（350 円）
…販売は９月末まで、道の駅・喜多の郷「ふ

るさと亭」にて１日限定 20 食。 
 
お問い合わせ先／喜多方市ふるさと振興株式会社 TEL0241-21-1139 
[情報はこちら！] http://www.furusatosinkou.co.jp/ 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

●～食べて応援！泊って応援！～「会津復興キャンペーン」開催！！ 
 
キャンペーン実施期間／平成 23 年 9月 1日（木）～12 月 31 日（土） 
  
 震災の影響で観光客の激減に苦しむ会津地域を復
興させるため、会津の極上の『食』と『お宿』をテ
ーマとした「会津復
興キャンペーン」を
開催します。      
会津 17 市町村内の
協力宿に、キャンペ
ーン期間中宿泊さ
れた方が対象。    
協力宿にてキャン
ペーンカタログを
もらい、申込書に必
要事項を記入。ご宿
泊時にお宿のフロ
ントまでお渡しい
ただくか、「素材広
場」に直接 FAX も可
能です。 
抽選で 410 名様に「選りすぐりの会津の極上物産品」をプレゼントいたします。 
 
お問い合わせ先／ 
特定非営利活動法人素材広場 TEL 0242-85-6571 
[情報はこちら！] http://sozaihiroba.net/ 
 
極上の会津プロジェクト協議会  TEL 0242-39-1251 
[情報はこちら！]  
http://www.aizu-furusato.com/gokujo/spevent.php?eid=00012 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

２）イベント情報●会津を体験するとっておきの３日間 
【これからイベントのイチオシ情報！】 
 
『会津まつり』 
日時／平成 23 年 9 月 22 日（木）〜24 日（土） 
場所／鶴ヶ城ほか、会津若松市内 

 9 月 22 日から 24 日の 3日間、会津若松市内及
び鶴ヶ城を舞台に、秋の一大イベント「会津ま
つり」が催されます。多くの見物客で賑わうメ
インイベント「会津藩公行列」では、鶴ヶ城本
丸を舞台にした出陣式から始まり、市内の目抜
き通りを会津藩政時代の華やかな衣装に身を包
んだ隊列が練り歩きます。行列の途中で披露さ
れる殺陣や演舞も見どころの一つ。夜には民謡
会津磐梯山の歌

とお囃子に合わせた踊りの輪も広がります。会津
の歴史と文化を身近に体感する秋の3日間をぜひ
お楽しみ下さい。 
 
◎22 日 
提灯行列 18時〜、会津磐梯山踊り 19時〜20 時 45 分 
 
◎23 日 
先人感謝祭 8時 40 分〜、会津藩公行列 出陣式 9時 25 分〜、 
会津磐梯山踊り 19時〜20 時 45 分 
 
◎24 日 
日新館童子行列・鼓笛隊パレード 10時〜 
 

お問い合わせ先／会津若松観光物産協会 TEL0242-24-3000 
[情報はこちら！] http://www.aizukanko.com 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
●会津鉄道沿線を縫う秋のイベント始まりました！ 
 【これからの会津鉄道イベントのイチオシ情報！】 
 
『第 6回 錦秋の会津田島～西若松サイクルトレイン』 

開催日／平成 23 年 10 月 22 日（土） 
集合受付／会津鉄道 西若松駅 
会津田島から参加希望の方は、 
会津田島駅に 9：20 まで集合して下さい。 
受付時間／7：50～ 
参加費／1,500 円（保険料・コース内運賃を含む） 
電動アシスト自転車レンタル料 1,500 円（集合駅まで列
車ご利用の方は 500 円割引） 
募集定員／30 名 
昼食／昼食・お飲み物は各自ご準備下さい。 
※お弁当をご希望の方には 500 円でご用意しますので、
申込時にお申し付け下さい。 



4 

所要時間／約 7時間（乗車・見学等の時間含む） 
走行距離／約 50km 
 
※定員になり次第締め切らせていただきます。 
 
 色づく山々。渓流沿い、線路沿いを縫うように走るサイクルツアーです。 
 のどかな里山と会津路を巡る旅に出かけませんか？ 
 
お問い合わせ先／会津鉄道株式会社 営業課 TEL 0242-28-5886  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=98 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

3）会津鉄道からおすすめ情報 
●スタイルのあるしごと 会津鉄道沿線[南会津編] 
                  1．南会津町花卉装飾 PR 事業 
                  2．NPO 法人「あたご」 
 
  【会津鉄道からおすすめ情報をお届けします！】 

 
 
 
 
 
 
 

スタイルのあるしごと 会津鉄道沿線[南会津編] 
                  1．南会津町花卉装飾 PR 事業 
                  2．NPO 法人「あたご」 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=151 
 
 

 
 
●7/1(金)～ コロプラキャンペーン期間延長のお知らせ  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=396 
 
●4/2（土）～ 中学生の皆さまにお得なきっぷ 好評発売中！  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=422 
 
●【会津鉄道＆レトロバス（猿游号）で行く大内宿 共通割引きっぷ】発売！  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=95 
 
●リーズナブルにゆったりと「東武フリーパス」で会津を周遊。  
[情報はこちら！] http://www.tobu.co.jp/riding/docs_tobu/c01.html 
 
●通学スタイルにあわせた通学片道定期券、新発売！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=726 
 
●週末は列車の旅でリフレッシュ！「ウィークエンドパス」 
[情報はこちら！] http://www.jreast.co.jp/tabidoki/service/twoday/ 
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●「首都圏から会津」「会津から首都圏」への便利なダイヤ  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=835 
 
●らくらく♪スイスイ♪電動アシスト自転車レンタルをご利用下さい！  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=769 
 
●平成 23 年度駅からハイキング  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=602 
 
●9 月 3 日（土）電動アシスト自転車＋My 自転車で行く「猿楽台地そば畑と観音
沼サイクリング」  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=394 
 
●2011 お座敷トロッコ展望列車運行中！  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?cat=13 
 
●ちょっとお得！浅草宿泊パック  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=777 
 
●マイカー＆トレイン 回送サービス好評受付中！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=789 
 
●東京スカイツリー情報！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=536 
 
 

 
 
●「会津鉄道ありがとう乗っ得ポイントキャンペーン」実施中！  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=795 
 
●AIZU マウントエクスプレス指定列車内で Wi-Fi 利用サービスをしております。 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=170 
 
●自転車といっしょに出かけませんか？「サイクルトレイン」実施中です！  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=800 
 
●会津鉄道イベントカレンダー 9・10 月号  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=504 
 
●東武沿線見聞録 TOBUMARCO（トウブマルコ） 2011 Vol.29  9・10 月号 
[デジタルブックはこちら！] http://www.tobu.co.jp/marco/ 
 
●「新型車両運行記念切手」を限定発売中！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=539 
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●会津鉄道サポーターズクラブ会員募集中！ 
[情報はこちら！] http://www.aitetsuclub.com/ 
 
 
 ～「ばす駅長デザイントロッコ車両」運行開始記念新商品のご案内～ 

 
◎会津鉄道オリジナルグッズ「ばすのみせ」リニュ
ーアルオープン！ 
[情報はこちら！]  
http://www.aizutetsudo.jp/shop2/index.php 
 
◎ネコ駅長「ばす」の日記 
[情報はこちら！]  
http://aizutetsudo.sblo.jp/ 
 

 
 
 
 

◎ばす駅長プロモーションビデオ完成！！ 
[プロモーションビデオはこちら！] 
http://www.aizutetsudo.jp/info/?cat=30 
 
◎ばす駅長ニュース！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?cat=22 
 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

4）会津のいいモノ★セレクション◎漆塗りストラップ 
 【名品ぞろいの会津のいいモノをご紹介】 
 

 伝統的な技をいかして手作りされる漆アクセ
サリーは、漆のもつシックな光沢とモダンなデザ
インが、女性の美しさを引き立ててくれます。手
頃な価格と軽いつけ心地も魅力の携帯ストラッ
プは、お手入れも簡単で初めて漆製品を手にする
方におすすめの一品。そのほかペンダントやチョ
ーカーなどもあり、会津旅行のおみやげとしても
喜ばれています。 
◎漆塗りストラップ（赤・黒）…各 2,700 円［雙 sow］ 
 
お問い合わせ先／七日町駅カフェ TEL0242-39-3880  
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

5）大内宿からラブレター from 長沼 豊（分家 南仙院） 
 【大内宿のみなさんが自慢のお店をご紹介いたします】 
 
 「これから雪が降るまでの間 ”屋直し”をします。」 

 大内宿では、江戸時代から数百年の歴史を持つ家
屋がたくさんあります。”屋直し”とは畳を上げ家
財道具を運び出し、家ごと持ち上げて土台から直す
大がかりな修繕工事です。 
 6年ほど前に始めた店では会津塗りを中心とした
商品を並べ、多彩な素材とデザインの「お箸」は選
ぶのに迷うほど人気があります。 
 我が家にはお客さまに可愛がられている看板犬
「いちご」がおり、旅の思い出ブログにも多数登場

しています。 
 当家は高倉神社の社務所となっております。家には歴史ある品々や古文書などが保
存され、大内宿を研究する先生方が資料として見に来られます。貴重な著書も販売し
ていますので、是非ご購読いただけたらと思います。 
 30～40年前には祖父が一般のお客さまに家の歴史をお見せしていました。今は大内
宿の中ほどに「大内宿町並み展示館」ができ、大内宿の歴史や生活文化、民俗が紹介
されています。 

 
 
 
 
 
 
 
 

●定休日／不定休 
●営業時間／9：30～10：00頃から17：00 
●お問合せ／分家 南仙院 TEL/FAX（0241）68-2957 
 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

6）ふるさとの味再発見！会津の郷土料理 
【会津坂下町「ふるさとの味再発見」グループの皆さんが美味しいレシピをご紹介！】 
・地域に受け継がれてきた伝統の食文化を再発見し、農産物の美味しさを新たにお伝えする、すてき   
 な季節のレシピをご紹介します。 

 
●きんぴら 
 
［材 料］ 
（小バット1枚分程度） 
 ごぼう…２本 
 唐辛子…１本 
 しょうゆ…大さじ１ 
 砂糖…大さじ１ 
 酒…少々 
 サラダ油、白ごま…適宜 
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［作り方］ 
①ごぼうは千切りにし、水に浸けてあくを抜き、ざるにあげて水切りしておく。 
②鍋にサラダ油を熱し、ごぼうを炒める。 
③しょうゆ、砂糖、酒で味付けし煮る。 
④唐辛子のタネをとり、小口切りにしたものを③に加える。 
⑤白ごまを加え、全体をざっくりと混ぜ合わせる。味を調えて仕上げる。 
 
［ワンポイント］ 
辛いものが苦手な方は唐辛子の量を少なくするか、省いて調理しましょう。繊

維質の豊富なごぼうは女性の嬉しい味方、甘辛い味付けはお弁当のおかずにもぴ
ったりです。 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

［編集後記］ 
ローカル線にのんびり揺られながら行く会津路には、季節の味わいや素敵な風
景が皆さんの訪れを待っています。 
紅葉シーズンは 9月下旬から 11 月上旬。錦秋の会津地方をぜひ旅してみません
か。 
 


